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要　　旨

目　的：先天性心疾患児への包括的な支援を行うには，児のニーズ（児が生活していくうえで必要な要素のうち欠け
ているもの）をトータルに把握する必要がある．本研究は，児のニーズを総合的・多面的に把握するために，新しい
尺度「先天性心疾患児療育ニーズ尺度」を作成し，その妥当性・信頼性の検討を行うことを目的とした．
方　法：先行研究より，療育ニーズの領域と項目を検討し，6 領域30項目から構成される療育ニーズ尺度を作成し
た．この尺度について，表面的妥当性（内容と表現が妥当か），内容的妥当性（項目の分類が妥当か），構成概念妥当
性（項目分類が構成概念と一致しているか）および信頼性（項目間の反応の一貫性）について検討した．
結　果：療育ニーズ尺度の表面的妥当性は，母親，患者，看護職の計 8 名に確認した．内容的妥当性は，尺度開発
にかかわる専門家10名の間で70～100％の一致率が得られ確認された．構成概念妥当性および信頼性については，先
天性心疾患児の母親と療育にかかわる専門家468名を対象に調査を行い検討した．因子分析の結果から，全年齢共通
の 4 因子および学齢期以降に追加する 2 因子の計 6 因子が抽出され，それぞれ｢遊び・社会・文化活動｣，「疾病・
医療・健康」，｢基本的生活・社会交流｣，｢心理面｣；4 領域と，｢学校生活｣，｢疾病理解｣；2 領域と命名した．これ
らの新しい領域は，尺度作成段階に構成された 6 つの領域とほぼ一致しており，累積寄与率は58～66％であり，構
成概念妥当性は容認されるものであった．また，新しい 6 領域の信頼性係数（�係数）は0.71～0.88であり，信頼のお
けるものといえる値であった．
結　論：「先天性心疾患児療育ニーズ尺度」は妥当性および信頼性が確認され，児の療育ニーズを把握するうえで，
ほぼ使用可能な尺度と評価された．
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Objective: The purpose of this study was to develop the Needs Scale for Children with Congenital Heart Disease, and to examine
its validity and reliability.
Methods: We designed the Needs Scale for Children with Congenital Heart Disease and examined its surface validity (suitability
of expression for each item), content validity suitability of classification for each item, construct validity (consistency of classifi-
cation and concept), and reliability (internal consistency).
Results: The surface validity of the Needs Scale was supported by 8 persons (mothers, patients, and nurses). The content validity
was confirmed by 10 professionals, and the consistency rate was 70%-100%. Construct validity and reliability were analyzed by
293 mothers who had children with congenital heart disease and 175 professionals. According to factor analyses, six factors were
extracted and were used to represent six domains: ① play and social/cultural activity; ② medical and physical domain; ③ basic
life and social interaction; ④ psychological domain, using common items; ⑤ school life; and ⑥ knowledge of disease, using
supplementary items. The cumulative proportions were 58%-66%, and the six new domains were proved to be highly consistent
with the original domains. Accordingly, the validity of the domains of the Needs Scale was supported. Internal consistency and
reliability coefficients (coefficient alpha) ranged from 0.71-0.88, and the reliability of the Needs Scale was demonstrated.
Conclusion: The above findings indicate that the newly developed Needs Scale has sufficient validity and reliability for practical
use in children with congenital heart disease.
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はじめに

　先天性心疾患は，生涯病としての追跡診療が必要と
され1），多くの場合，慢性疾患としての生活管理が必要
となる．慢性疾患に対してはその生活面を重視し，
QOL（quality of life）を維持・向上させることは重要な課
題である2）．
　先天性心疾患児の場合，治療に手術を伴うことや検
査・内科的治療のために入退院を繰り返すことが多く，
療育過程において，医学的な問題だけでなく，親子・家
族関係や児の性格・行動などの心理的問題3），日常生活
や学校生活における管理や教育の問題4–6）などのさまざま
な問題が指摘されている．このような問題を解決し，
QOLの維持・向上を図っていくには，その時期の病状や
治療の状況だけでなく，児の発達段階の特徴をとらえ小
児期全般を見通した包括的な支援が求められる．そのた
めには，まずは児のニーズをトータルに把握することが
必要である．ニーズにはさまざまな定義があるが，人が
生活をしていくために必要な要素のうちで欠けたもの7）

であり，人間が生命を維持し日常生活を営みつつ社会的
な活動を行う過程において，身体内部や，心身や社会と
の関係に均衡を保とうとする時に生じる不充足状態8）と
されている．すなわち，ニーズとは，児が生活していく
うえで必要な要素のうちで欠けたものあるいはまた，不
充足状態といえる．これまで先天性心疾患児のニーズを
客観的に把握する研究は皆無であった．そこで，本研究
では，児のニーズを総合的・多面的に把握することを目
指した｢先天性心疾患児療育ニーズ尺度｣を開発し，その
妥当性と信頼性について検討した．
　ニーズをとらえる視点としては，本人・家族の訴
え・要望と，専門家がとらえたニーズがあり，両者と
も真のニーズに一致するとは限らない9）．また本来なら
ば，患児本人からニーズを直接聞き出せることが理想
的であるが，特に幼少児の場合は，本人の認知やコ
ミュニケーション能力等の問題があり，困難である．
一般的には，親を対象に子どもの生活上の問題やニー
ズ調査が行われることが多く，親が子どもの代弁者に
なっている．母親は患児の療育の中心であり，患児の
ニーズを最も身近に把握できると考えられる．しか
し，子どもは母親にすべてを見せているとは限らず，
さらにまた，母親の心理状態や価値観がニーズに反映
することも否めない．
　そこで，本研究では患児の真のニーズを把握できる
調査法を作成する試みの一つとして，母親のみなら
ず，専門家へもニーズ調査を行い，ニーズ尺度につい
ての分析を行った．

方　　法

1． 療育ニーズ領域・項目の検討

　ニーズは，それを充足していくことで本人の自立，
あるいは本人，家族のQOL向上につながるものでなけ
ればならない10）．子どものQOLを考える際には，あくま
で子ども中心に考えていくことが大切である11）という視
点に立ち，本人が育っていく過程においてQOLを志向
したニーズを“療育ニーズ”として，ニーズ領域と項目を
設定した．具体的には，一般的なQOLの構成要素の枠
組みを柱に，先天性心疾患児の母親の認知する療育
ニーズ12），子どもの健康関連QOL尺度13）および慢性疾患
児のQOL尺度14, 15）を参考に，療育ニーズの領域・項目を
設定した．一般的QOLの構成要素としては，WHOの
QOL構成領域16）を参考にした．WHOの「身体的側面」，
「心理的側面」，「自立のレベル」，「社会的関係」，「生活
環境」，「精神性/宗教/信念」の 6 領域のうち，「精神性 /
宗教 / 信念」の概念は日本人において曖昧である17）ため
除外した．病児や障害児のQOLを考える場合，身体的
側面は極めて重要である18）ことから，「疾病・医療・健
康」を構成領域としてあげた．また，子どものQOLに
とって遊びと学習が大切である19）ことから「遊び・学
習・文化活動」を領域としてとりあげた．また，就学以
降では学校生活が子どもの生活の中で大きな位置を占
めていくことから，学齢期以降には，「学校生活にかか
わる問題」の構成領域を追加した．
　以上より，「疾病・医療・健康」，「心理面」，「基本的
生活」，「社会性・社会生活・交流」，「遊び・学習・文化
活動」，「学校生活にかかわる問題」の 6 つの領域を構成
領域とした療育ニーズの枠組みを作成した．
　質問項目は30項目であり，回答の選択肢は，｢ない｣
（1 点）～｢よくある｣（4 点）の 4 段階評定で求め，得点の
高い方がニーズの高いことを示すものとした．

2．療育ニーズ尺度の妥当性の検討

　先天性心疾患児の療育ニーズとして検討した項目に
ついて，その内容と表現が妥当かどうか（表面的妥当性）
を，大学で小児看護学を専門とする教員歴14年と 8 年
の看護教員 2 名と，心疾患児（者）の看護 5 年以上の経
験のある看護師 3 名，および患児の母親 2 名と成人の
先天性心疾患患者 1 名に検討を依頼した．
　さらに，各質問項目が上記の 6 つの領域のニーズを
把握するうえで妥当なものであるか否か（内容的妥当性）
を検討した．尺度開発の専門家である10名の専門家（看
護学を専門とする教員歴10年以上の看護教員 3 名，臨
床歴10年以上の看護師 3 名，障害児教育を専門とする
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教育歴 6 年以上の教師 3 名，臨床歴18年の理学療法士
1 名）に，各質問項目が上記の 6 領域のいずれの領域に
分類されるかについて回答を求め，その一致率から内
容的妥当性を検討した．

3．データ収集の手続と調査対象

　療育ニーズ尺度の構成概念が妥当であるか（構成概念
妥当性）を検討するために，先天性心疾患児の母親，お
よび児の療育にかかわる専門家を対象に，表面的妥当
性および内容的妥当性が確認された質問紙を用いて，
1999年 8～9 月に，郵送法による調査を実施した．質問
の回答を因子分析を用いて分析した．
　先天性心疾患児をもつ母親は，乳幼児期から思春期（0
～18歳）までの患児の母親で，全国心臓病の子どもを守る
会の会員（大阪・富山・横浜・茨城の 4 つの支部）と関
東・北陸地区に在住する588名を対象とした．専門家は，
先天性心疾患児を含む慢性疾患・障害児の療育支援を実
践している専門家（医師，看護師，保健師，保育士，教
師，臨床心理士，社会福祉士）の227名を対象とした．
　母親は330名（回収率56.1％），専門家は185名（回収率
81.5％）から回答を得，このうち有効回答は，母親につ
いては児が心疾患以外の障害（運動・知的・視覚・聴覚
言語障害）を合併するものも除外した293名，専門家が
175名であり，これら合計468名の有効回答を分析対象
とした（Table 1）．
　構成概念妥当性を検討するために，主成分分析による
因子分析を行った．療育ニーズ尺度の30項目のうち，22
項目は乳幼児期から思春期までの全年齢に共通な『共通項
目』とし，8 項目は学齢期以降に必要となる（学校生活お
よび本人の病気の理解や対処等）項目として『補足項目』と
して追加して質問し，それぞれについて分析を行った．

4． 療育ニーズ尺度の信頼性の検討

　上記，『共通項目』および『補足項目』の療育ニーズにつ
いて，それぞれ項目全体および各因子についての
Cronbach �係数を求め，尺度の内的整合性，すなわち，
信頼性を検討20）した．Cronbach �係数とは，因子を構成
する項目が高い相関をもつか，すなわち，各項目間の
反応の一貫性の程度を示す係数であり20），信頼性係数と
もいわれている．

結　　果

1． 妥当性の検討

　1）表面的妥当性
　看護教員 2 名と心疾患児（者）の看護の経験のある看護
師 3 名，および患児の母親 2 名と成人の先天性心疾患

患者 1 名に，表現や内容についての意見を求めたとこ
ろ，一部わかりにくい表現を指摘されたので，具体的な
表現等を追加して修正し，再度確認を行ったところ，全
員から質問は妥当なものであるとの回答を得た．
　2）内容的妥当性
　療育ニーズ尺度の一致率は，「疾病・医療・健康」領域
の項目では70％以上，「心理面」では80％以上，「基本的
生活」では90％，「社会性・社会生活・交流」では70％以
上，「遊び・学習・文化活動」では100％，「学校生活にか
かわる問題」では80％以上と，30項目すべて，一致率は
70％以上が確保されていた．
　3）構成概念妥当性
　今回考案した療育ニーズ尺度の構成概念妥当性を検討
するため，主成分分析，バリマックス回転による 因子分
析を行い，抽出された領域（Table 2のFactor 1～6）と，表
面的・内容的妥当性の検討が済んだ領域；因子分析前の
領域（Table 2のOriginal domain 1～6）との比較を行った．
　因子分析の結果から，因子負荷量の絶対値が0.4以上21）

を示した項目内容をもとに各因子について新たに領域を
命名した結果，『共通項目』では 4 因子（新しい 4 領域），
『補足項目』では 2 因子（新しい 2 領域）が抽出された
（Table 2のFactor 1～6）．
　『共通項目』では，第 1 因子は 5 項目から構成され，
遊び・学習・文化活動の項目と社会生活・社会交流に
関する項目であり，「遊び・社会・文化活動」と命名し
た．第 2 因子は 8 項目から構成され，疾病の管理や医
療的な対処，疾病の予防や健康維持に関する内容であ
り，「疾病・医療・健康」と命名した．第 3 因子は 6 項
目から構成され，基本的生活習慣および社会的交流・
社会生活に関連した内容であり，「基本的生活・社会交
流」と命名した．第 4 因子は 3 項目から構成され，心理
的側面に関連したものであり，「心理面」と命名した．こ

Table 1　Participants

   n %

 Mothers 293 （100.0）

  Preschool children 139 （47.4）

  Children of school age and over 154 （52.6）

 Professionals 175 （100.0）

  Doctors 15 （8.6）

  Nurses 83 （47.4）

  Public health nurses 27 （15.4）

  Nursery teachers 19 （10.9）

  Teachers 28 （16.0）

  Others 3 （1.7）

n=468
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れら 4 つの因子による累積寄与率は58.4％であった．
　『補足項目』では，第 5 因子は 6 項目から構成され，
学校生活における問題を示しており，「学校生活」と命名
した．第 6 因子は疾病の理解や対処に関連しており，

 Question Item Original Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6
 #  domain #

《Common Items》 
 1 Lack of understanding about the child’s condition  

1 −0.098 0.591 0.066 0.449
  and treatment（mother）  
 2 Difficulty in coping with child’s disease（mother） 1 0.185 0.650 0.026 0.398  
 3 Burden in receiving medical treatment 1 −0.057 0.702 0.079 0.281  
 4 Problem of nutritional intake 1 0.244 0.565 0.262 0.111  
 5 Difficulty in physical restriction 1 0.428 0.594 0.085 0.173  
 6 Delayed growth and development 1 0.184 0.724 0.257 −0.073  
 7 Lack of physical strength and staying power 1 0.479 0.573 0.198 0.014  
 8 Problem of infection prevention 1 0.178 0.638 0.321 −0.060  
 9 Emotional instability/frustration 2 0.294 0.142 0.312 0.625  
 10 Abnormal behavior  2 0.175 0.174 0.186 0.729  
 11 Low self-esteem  2 0.332 0.137 0.333 0.549  
 12 Disturbance of biological rhythm 3 0.074 0.284 0.609 0.201  
 13 Problem with habits of daily life 3 0.102 0.171 0.787 0.070  
 14 Delayed development of social activities 3 0.426 0.113 0.549 0.141  
 15 Problem of mother-child relationship 4 0.188 0.192 0.731 0.102  
 16 Problem of relationship with family 4 0.156 0.093 0.514 0.219  
 17 Problem of interaction with friends 4 0.544 0.224 0.457 0.081  
 18 Immaturity in social life skill  4 0.438 0.073 0.639 0.217  
 19 Limitation of social life  4 0.687 0.193 0.326 0.075  
 21 Limitation of opportunity for culture and learning  5 0.782 0.113 0.117 0.208  
 20 Limitation of opportunity for play 5 0.752 0.144 0.235 0.164  
 22 Limitation of opportunity for hobbies and amusements 5 0.801 0.123 0.118 0.152  

《Supplementary Items》    
 23 Lack of understanding about his/her disease（child） 1     0.238 0.837
 24 Difficulty in coping with disease（child） 1     0.151 0.870
 25 Problem of life management system in school life 6     0.783 0.306
 26 Problem of security of educational opportunity 6     0.841 0.106
 27 Lack of cooperation between medical staff and teachers  6     0.808 0.128
 28 Difficulty in adaptation to school life 6     0.759 0.172
 29 Problem of going to school  6     0.687 0.320
 30 Problem of emergency system 6     0.682 0.157

  Eigen value   3.848 3.575 3.435 1.992 4.176 1.125
  Proportion（%）   17.5 16.3 15.6 9.01 52.2 14.1
  Cumulative proportion（%）   17.5 33.7 49.4 58.4 52.2 66.3

  Original domain 1: Medical and physical domain  Factor 1:  Play and social/cultural activity  
  Original domain 2: Psychological domain  Factor 2:  Medical and physical domain   
  Original domain 3: Basic life  Factor 3:  Basic life and social interaction
  Original domain 4: Social life/social interaction  Factor 4:  Psychological domain   
  Original domain 5: Play and learning/cultural activity   Factor 5:  School life     
  Original domain 6: School life   Factor 6:  Knowledge of disease   

Table 2　Testing for validity of common and supplementary items of the needs scale
（principal factor analysis, varimax rotation）　　　　　　　　　　

「疾病理解」と命名した．これらの 2 つの因子による累
積寄与率は66.3％であった．
　先に検討した療育ニーズ尺度を構成する 6 つの領域
と，因子分析により抽出された 6 因子（共通項目の 4 因
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子分析前の領域の“社会性・社会生活・交流”が 2 つに
分割されて，「遊び・学習・文化活動」と「基本的生活」に
それぞれ統合された結果として抽出された因子であ
る．これは，因子分析前の領域の“社会性・社会生活・
交流”のうち，社会生活への参加と親子・家族関係など
の社会交流面が分割されて，前者が「遊び・学習・文化
活動」に，後者が｢基本的生活｣に加わったものである．
遊びは子どもの自発性・積極性を要素としており，社
会生活の参加という面も加わって統合された概念を使
用することに差し支えないと判断した．また，子ども
の基本的生活，特にその自立に際しては基本的信頼と
いった関係性は重要であり，親子・家族関係といった
社会的交流の基盤となるものが加わることも特に問題
はないと判断した．因子分析前の領域と一致しなかっ
た，残りの 1 因子は「疾病理解」であるが，これは学齢
期以降が対象の『補足項目』の因子であり，因子分析前の
領域では「疾病・医療・健康」に含まれていた項目であっ
た．学齢期以降のニーズとして調査対象を学齢以降に
限定したために『共通項目』の「疾病・医療・健康」とは別
に抽出されたものである．したがって，新しく「疾病理
解」の領域として独立させて差し支えないと判断した．
　構成概念妥当性の検討において因子分析の結果得られ
た累積寄与率は，共通項目が58.4％，補足項目が66.3％
であり，この値は決して低いものではなく，6つの因子
で構成された本尺度は療育ニーズ測定のための尺度と
して活用可能と考える．
　本研究の妥当性の検討では，内容的妥当性，構成概念
妥当性と同時に検討されることが多い，基準関連妥当性
の検討は行っていない．基準関連妥当性はこれを予測す
る何らかの基準や目的が明確な場合，その尺度の予測性
精度に関して問われるもの21）であるが，単純に関連する
ような「基準変数」が存在しない場合，特に，概念が抽象
的であるほどその測定の妥当性評価に適した基準を見つ
け出すことが難しい20）とされている．本研究において検
討した尺度は，児のQOLを志向した療育ニーズ尺度であ
り，QOL，ニーズといった多様な概念をもつ尺度であ
り，しかも患児本人ではなく，母親と専門家を対象に
データを得たため，「基準変数」を設定することが困難と

  No. of items Cronbach’s �

 Total 22 0.921 

 Play and social/cultural activity  5 0.858 

 Medical and physical domain 8 0.852 

 Basic life and social interaction 6 0.817 

 Psychological domain 3 0.732

  No. of items Cronbach’s �

 Total 8 0.866 

 School life  6 0.876 

 Knowledge of disease 2 0.709 

Table 3　Cronbach’s alpha for total scale and subscales
（common items）　　　　　　　　　

Table 4　Cronbach’s alpha for total scale and subscales
（supplementary items）　　　　　　

子と補足項目の 2 因子）；新しく命名された領域とを比
較すると，第 2 因子，第 4 因子，第 5 因子として抽出
された 3 つの領域は因子分析前の領域と一致していた．
それ以外の 3 因子は，因子分析前の領域の一部が分割・
統合されていたが，内容的には因子分析前の領域とほぼ
一致していた．また，母親と専門家それぞれについて因
子分析を行ったが，大枠では同様の因子構造であった．

2．信頼性の検討

　先天性心疾患児の療育ニーズ尺度の全体および因子
分析で抽出された各因子についての内的整合性をみる
ため，『共通項目』および『補足項目』についてCronbach �
係数を求めた．“共通項目”では全体および各因子の
Cronbach �係数は0.73～0.92であり（Table 3），“補足項
目”では�=0.71～0.87であった（Table 4）．

考　　察

1．妥当性の検討

　本研究で作成した療育ニーズ尺度の表面的妥当性
は，看護職者 5 名と患児の母親 2 名および患者本人 1
名の計 8 名に対して質問項目についての意見を求めた
ところ，一部表現の分りにくいところを指摘され，修
正を行った．その後再度確認を行ったところ，特に問
題はないとの回答で，表面的妥当性は支持されるもの
と考えられる．
　内容的妥当性は，尺度開発の専門家10名の一致率が
30項目すべての項目において70％以上であり，確認で
きた．
　構成概念妥当性では，先天性心疾患児の療育ニーズ
尺度を構成する因子分析前の 6 つの領域と因子分析に
よって抽出された 6 因子（新しい領域）とを比較すると，
「疾病・医療・健康」，「心理面」，「学校生活」の 3 因子
においては分析前の領域と一致した．一致しなかった 3
因子；「遊び・社会・文化活動」，「基本的生活・社会交
流」，「疾病理解」についてみると，まず，「遊び・社会・
文化活動」と「基本的生活・社会交流」2 つの因子は，因
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考え，妥当性の検討には加えなかった．
　以上のことから，「遊び・社会・文化活動」「疾病・医
療・健康」「基本的生活・社会交流」「心理面」の全年齢を
対象とした共通の 4 因子，および学童期以降に追加され
る「学校生活」と「疾病理解」の補足の 2 因子を合わせた，
6 因子から構成される“先天性心疾患児療育ニーズ尺度”
の構成概念妥当性はほぼ容認できると考えられる．

2．信頼性の検討

　先天性心疾患児療育ニーズ尺度の内的整合性をみる
ために，Cronbach �係数を求めたところ，『共通項目』お
よび『補足項目』の 6 因子すべてにおいて，0.7以上で
あった．一般的にはCronbach �係数が0.7以上であれば，
十分な内的整合性をもつと判断される22）．信頼性の検討
では内的整合性の検討のほかに，再検査法による再現
性の検討を行うこともある．これはある程度の間隔を
おいて同じ対象に同じ尺度に回答してもらい，1 回目と
2 回目の測定値間の相関係数によって再現性を評価する
ものである22）が，1 回目と 2 回目の間隔のとり方によっ
ては再現性の検証が難しく22），信頼性の評価としての安
定性が必ずしも得られるとは限らない．今回の調査で
は，親の会の支部を通じて多くの親を対象にしている
ことや，専門家の職種が多様で職場も多岐にわたって
おり，現実的に再調査が困難なこともあり実施しな
かった．しかし，上記のように今回の結果ではCronbach
�係数が0.7以上あり，十分な内的整合性が得られている
ことから，尺度の信頼性は得られたと考えられる．

結　　論

　新しく考案した先天性心疾患児療育ニーズ尺度は
ニーズ把握に使用可能な尺度と考えられる．
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